
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
スキャナーによる所定のスライス位置における被写体の全周における計測データの計測開
始位置と終了位置に近いある特定角度分の計測データを、前記被写体の全周における測定
データ範囲内での前記計測開始位置と終了位置に対応する部分の計測データと、前記被写
体の全周における測定データ範囲内での前記特定角度位置付近での計測データとの間で重
み付けしたデータに置き換え、もって、断層画像再構成用に 全周
分の補正データを算出して断層画像を再構成する画象処理装置を有するＣＴ装置において
、さらに、この画処理装置には入力装置から操作者により予め入力された被写体情報や計
測条件をもとに被写体のＸ線透過長が短くなる計測方向で減弱量が少なく、同Ｘ線透過長
くなる計測方向で減弱量が多くなるとして相対的に計測方向での減弱量の違いを判別する
手段と、前記スキャナーに設けられた回転センサーからの情報をもとに前記スキャナーに
よる計測開始位置を複数の角度位置にて確認できる計測開始位置確認手段を備え、

前記減弱量判別手段による減弱量の計測方向での判別結果に基づいて、
前記計測開始位置 狭めるように処理す

ることを特徴とする医療用診断ＣＴ装置。
【請求項２】

所定の複数位置に離散的に
上記入力装置から計測開始指令が出された 指令を判別してから計測

準備までの時間経過後での上記スキャナーの位置から見て最初に到達する上記固定計測開
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始位置から計測を ことを特徴とする請求項１に記載の医療用診断ＣＴ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、Ｘ線や超音波等を用いて被写体の断面画像を得るＣＴ装置に関し、特に、医療
用診断装置として用いられるに適した医療用診断ＣＴ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
被写体の断面画像を得るＣＴ装置は、近年、特に医療用診断装置として患者の診断を行う
ための医療用診断装置として多く用いられており、この中には、Ｘ線を利用したＸ線ＣＴ
装置、並びに、被写体を中心に被写体周辺方向からの投影データ計測を行ない、これによ
り画像再構成するＲＩ－ＣＴ装置、超音波－ＣＴ装置及びＩ．Ｉ－ＣＴ装置等が含まれて
いる。
【０００３】
かかるＣＴ装置において、例えば一般のＸ線又はその他のモダリティＣＴ装置では、被写
体を所定のスライス位置でその全周囲から計測するための時間、いわゆる３６０゜１スラ
イス計測時間は、複数の変更可能な計測モードにより異なっており、通常、１～９秒程度
の時間が必要である。そこで、装置の操作者は、被写体の大きさや診断部位、あるいは、
診断目的に応じて、最適な計測モードを選択して使用することが広く行われている。
【０００４】
ところで、この計測時間の間に、例えば被写体の動きや被写体内部の臓器の動きが伴うと
、この動きによりモーションアーチファクトと呼ばれるアーチファクトが発生し、そのた
め、得られる断層画像による正確な診断が困難になるという問題がる。そして、このよう
な技術的課題を解決するための方法として、従来技術によれば、例えば特願昭５９－８７
９４６号により既に提案されている「物体スライスの像を構成する装置」に記載されてい
る計測データの補正方法が最も良く知られており、これは、一般的には、ボウルガス補正
と呼ばれている。
【０００５】
ここで、このボウルガス補正の方法を図６で簡単に説明する。通常のＣＴ装置では、予め
スキャナーの計測開始位置は所定の位置に定められておリ、この計測開始位置から計測を
開始し、被写体の全周３６０°からの被写体投影データを順次計測し、計測終了位置では
、当然、その計測開始位置と同一位置になるはずである。しかしながら、現実の計測にお
いては、被写体の動きが伴うとそれにより計測時間の連続性がない計測開始位置と終了位
置での計測データの間に不連続性が発生し、投影データ計測開始終了位置で、位置ずれ段
差と呼ばれるずれが生じ、これが画像再構成後のモーションアーチファクトの発生の理由
となる。そこで、上記のボウルガス補正と呼ばれる補正では、この計測開始位置と終了位
置の近傍の所定の特定角度（以後、補正領域Ａ°と呼ぶ）のデータの連続性を高めるため
に、逆方向からの投影データは本来同じ計測結果になる事を利用し、１８０°対向した位
置関係にある投影データとの重みを徐々に変化させる変換処理によってデータを置き換え
る方法を採用している。図 は、かかるボウルガス補正において、計測された計測データ
の演算処理用に用いられる寄与率（重み）を示したものであり、これからも明らかなよう
、本来の３６０°計測データを用いた場合は重み１．０（破線の長方形型になる）となり
、本補正方法では、特定角度である補正領域Ａ°の計測開始及び終了領域での計測データ
の重みは、端部ほど重みが少なく、その分１８０°対向位置関係にある中心部計測データ
の重みが大きくなる事を示している。
【０００６】
また、例えばＸ線ＣＴ装置などの医療用診断ＣＴ装置では、血管内に造影材を注入して血
管や各種腫瘍と正常組織間のコントラスト差を大きくし、もって、より容易に患者の診断
を行なう計測方法が一般的に行なわれており、この種の手法においては、造影材が血液の
循環と共に流れ去ってしまうため、この造影材の注入タイミングと計測開始のタイミング
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とが重要なファクターとなっている。特に、意識障害のある患者や乳児等の被写体の計測
では、操作者が被検体の動きのないタイミングを狙って計測を開始する手段が取られてお
り、これらの場合、共に、操作者の計測開始命令（又は動作）と診断装置の計測開始の同
時性は、診断価値の高い断層画像を堤供するための重要な課題となっている。
【０００７】
このような背景において、最近では、例えばスリップリングを搭載して連続回転が可能な
スキャナーが一般的になってきており、これにより、計測開始位置を自由に設定すること
が出来ることから診断装置の計測開始の同時性を高め、もって、一連の計測時間の短縮が
可能となっている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の従来技術においては、まず、前者に述べたボウルガス補正方法では
、図７に示すように、補正領域Ａを広く取るほどデータの連続性が増すため、被写体の動
きによるアーチファクトがより効果的に抑制される（図７（ａ））が、その半面、この補
正領域Ａが広くなるほど、すなわち、端部領域での計測データを使用しないで無効にする
ため、Ｘ線利用効率が低下し、結果的に、得られる画像の背景ノイズが増加するという欠
点を持っている（図７（ｂ））。これに対して、補正領域Ａを狭くすると、背景ノイズの
増加を防止することが出来るが、モーションアーチファクトが大きくなってしまう（図７
（ｂ））という、相反する特性を示していた。
【０００９】
さらに、かかるＣＴ装置では、従来から、被写体の軸方向の減弱量の差が大きいと減弱量
の大きな軸方向に流れる背景ノイズが目立ち易いという特徴を持っていた。かかる背景ノ
イズは、特に、その計測開始位置と被写体の大減弱軸方向が一致した場合には、上記のボ
ウルガス補正によりさらに増長される結果となり、低コントラストの診断がし難くなるな
ど、診断上での大きな問題になっている。
【００１０】
この様に、上記ボウルガス補正によりモーションアーチファクトを低減して被写体の高品
質な断面画像を得ようとする場合、特に、医療用診断装置として患者の診断を行うための
医療用診断装置では、患者である被写体の形状や計測条件に関して多種多用な組み合わせ
がなされるため、これら形状や計測条件による欠点と利点を総合的に考慮し、全ての組み
合わせに対して最適な補正領域設定をすることが望まれるが、上記の従来技術になるＣＴ
装置では、かかる要求を満たすことは現実的に困難な状況にあった。
【００１１】
そこで、本発明では、本発明者らによる上述のような従来技術におけるボウルガス補正及
び背景ノイズと被写体との関係についての認識に基づいて、ボウルガス補正によるモーシ
ョンアーチファクトの補正効果を最適に保持しつつ、かつ、被写体である患者の形状や計
測条件である軸方向の減弱量の差をも考慮しながら、上記ボウルガス補正に必然的に伴う
背景ノイズの増加を可能な限り低減し、もって、医療用診断装置として患者の正確な診断
に必要な高品位の断層画像を堤供することが可能なＣＴ装置、すなわち医療用診断ＣＴ装
置を提供することを目的とする。
【００１２】
また、上記従来技術の後者で述べた診断装置の計測開始の同時性の実現に関しては、上述
のようなスリップリングを搭載して連続回転が可能なスキャナーでは特に問題は生じない
が、しかしながら、ある固定した位置からの計測開始動作を行なう制御方式のスキャナー
では、操作者が計測命令を出したタイミングによっては、スキャナーはすでに計測開始位
置を過ぎている事態も発生し、かかる場合には、再度、スキャナーが計測開始位置に達す
るまでに時間遅れが生じてしまう。ましてや、１スライスの計測時間が長いモード設定で
は、この時間遅れと、さらには、計測命令のタイミングから計測開始時間までの時間の不
均一性であるバラツキは、定量的な解析を行なう上での決定的な問題になっていた。
【００１３】
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そこで、本発明では、上記の目的に加え、さらに、固定した位置から計測開始動作を行な
う制御方式のスキャナーによる種々の計測モードにより異なるスキャン時間において、操
作者の計測開始指示と装置の計測開始のタイミングのずれである時間遅れを最小にし、も
って、高品位の断層画像を提供することが出来る医療用診断ＣＴ装置を提供することを目
的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、スキャナーによる所定のスライス位置における被写体の全周における計測デー
タの計測開始位置と終了位置に近いある特定角度分の計測データを、前記被写体の全周に
おける測定データ範囲内での前記計測開始位置と終了位置に対応する部分の計測データと
、前記被写体の全周における測定データ範囲内での前記特定角度位置付近での計測データ
との間で重み付けしたデータに置き換え、もって、断層画像再構成用に

全周分の補正データを算出して断層画像を再構成する画象処理装置を有するＣＴ装
置において、さらに、この画処理装置には入力装置から操作者により予め入力された被写
体情報や計測条件をもとに被写体のＸ線透過長が短くなる計測方向で減弱量が少なく、同
Ｘ線透過長くなる計測方向で減弱量が多くなるとして相対的に計測方向での減弱量の違い
を判別する手段と、前記スキャナーに設けられた回転センサーからの情報をもとに前記ス
キャナーによる計測開始位置を複数の角度位置にて確認できる計測開始位置確認手段を備
え、 前記減弱量判別手段による減弱量の計測方向での判別結果に基
づいて、前記減弱量の多い軸方向が前記計測開始位置 狭めるよ
うに処理することを特徴とする医療用診断ＣＴ装置を開示する。
【００１５】
更に本発明は、 所定の複数位
置に離散的に 上記入力装置から計測開始指令が出された 指令を判
別してから計測準備までの時間経過後での上記スキャナーの位置から見て最初に到達する
上記固定計測開始位置から計測を開始することを特徴とする医療用診断ＣＴ装置を開示す
る。
【００１６】
【作用】
上記本発明になる医療用診断ＣＴ装置に 判別手段により被写体の形状に依
存した計測方向の減弱量判別を行ない、計測開始位置の確認を行ない、

ことに 種々の被写体に対しても、従来からのモーションアーチファクト補
正効果を良好に維持しつつ、かつ、背景ノイズの増加を押さえる事ができることとなる。
【００１７】
また、上記の本発明になる他の医療用診断ＣＴ装置によれば、

計測開始命令を判別して計測準備までの時間経過後でのスキャナー位置から
見て最初に到 する計測開始位置から計測を行うようにしたことによリ、操作者の計測開
始指示から装置全体の計測準備時間までの間にスキャナーが移動する領域は、短時間計測
モードでは多くの計測開始位置間にまたがリ、長い計測時間モードでのスキャナーが移動
する領域は少ない計測開始位置間にまたがる事になり、これにより、計測開始指示から準
備を完了して計測開始位置するまでの時間を均一化することが出来ることとなる。
【００１８】
さらに、本発明の実施態様としては、計測する被写体である人体の縦軸方向と横軸方向の
減弱量の違いを判別する手段と、計測開始が任意の位置でかつ複数の角度から計測できる
計測開始位置可変制御手段とを設け、この減弱量軸方向の判別結果から計測開始位置を減
弱量の少ない軸方向に設定して計測を行なった投影データを用いてボウルガス補正を行な
うＣＴ装置とし、さらに、計測データの軸方向減弱量と計測開始位置関係を判別して計測
開始位置が被写体の減弱量が大きい軸方向から開始された場合には、上記の補正データ処
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理での補正角度範囲を通常設定幅より少なくするボウルガス補正処理を行なうことにより
、やはり、モーションアーチファクト補正効果を良好に維持しつつ、かつ、背景ノイズの
増加を押さえる事ができる医療用診断ＣＴ装置とすることが可能になる。
【００１９】
加えて、操作者の計測開始指示のタイミングによりスライス毎で計測開始位置が可変され
る計測モードに対応して、計測開始位置と大きな減弱のある軸方向とが一致した最悪の場
合、補正領域幅をアーチファクト補正効果の顕著な劣化にならない程度に少なくし、かつ
、背景ノイズを極力押さえる事により、連続した被写体スライス画像における背景ノイズ
の顕著な変化をなくす事が出来、相対的に高画質な画像を維持する事が出来るようにるる
ことが可能になる。
【００２０】
【実施例】
以下、本発明の実施例の詳細について、添付の図面を参照しながら説明を加える。
まず、図１には、本発明の実施例になる医療用診断ＣＴ装置の概観構成が示されており、
このＣＴ装置は、その計測開始位置を可変して計測することが可能な、いわゆる第３世代
方式のＣＴ装置であり、Ｘ線を利用した、いわゆるＸ線ＣＴ装置である。
【００２１】
この図に示すＸ線ＣＴ装置において、操作者は、まず計測前に操作卓７により計測に必要
な各種命令や計測条件を入力する。画像処理装置６は、この入力された各種命令や計測条
件の内容を読み込んで、図には示されていないＸ線用高電圧発生装置や寝台装置、あるい
は、スキャナー制御装置など、いわゆる、ＣＴ装置を構成する各装置に必要な制御信号を
送り、この装置間の制御信号のやり取りの後、計測の準備が完了した時点で、計測開始命
令待ちの状態で待機する。そして、この待機状態から、操作者の計測 始命令によって、
事前に入力された計測モードで計測を開始するようになっている
【００２２】
次に、スキャナーの構造について説明する。まず、スキャナー内の構成は、図からも明ら
かなように、Ｘ線管球１の対向した位置に検出器４が配置され、このＸ線管球１から照射
されたＸ線は、コリメータユニット２によりスライス方向（スキャナー奥行方向）に狭め
られたＸ線ビーム３に形成される。そして、検出器４では、患者などの被検者である被写
体を透過したＸ線が電気信号に変換され、さらに、検出回路ユニット５によって増幅され
、かつ、アナログ信号からデジタル信号に変換されて画像処理装置６に送られ、図示しな
い演算装置による所定の演算処理により画像再構成が構成され、この構成された断層画像
が操作卓７の表示装置上に表示される。
【００２３】
ところで、従来型のスキャナーでは、Ｘ線管球への高電圧を供給する高圧ケーブルの処理
のためにスキャナーの回転角度に制約が生じていたが、上記のスキャナーは、本発明を適
用するため、その計測開始位置を可変することが出来る構造となっている。具体的には、
上記のスキャナーでは、最低限３６０゜＋９０゜の計測角度を確保するように、１．２５
回転以上の回転が可能になっている。また、上記のスキャナーとしてスリップリング機構
を用いたスキャナーを採用する場合には、スリップリングで各種制御信号を伝達供給する
他に、上記コリメータユニット２、検出器４そして検出回路ユニット５への供給電源及び
上記Ｘ線管球１に供給する高圧電源をスキャナーべースからスキャナー回転ベースに伝達
供給する。さらに、検出器４の計測信号についても、スリップリングを経由してスキャナ
ー回転ベースからスキャナーベースに伝達する構成にすることにより、スキャナーの連続
的な回転計測が可能になる。そして、上記スキャナー構造は、最低限として縦軸方向と横
軸方向からの計測開始を達成するために、従来型のスキャナーでは、９０゜隣り合う２箇
所に計測開始ポイントを設けたものである。すなわち、図において、符号９１と９２、９
２と９３、９３と９４、９４と９１で表される位置の組み合わせのどれか１組が、９０゜
隣り合う２箇所の計測開始ポイントである。一方、スリップリングスキャナーでは、回転
角度の制約はなく、任意に複数の計測開始ポイントを設定できるが、本実施例では縦軸横
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軸９０゜間隔での４箇所としている。
【００２４】
次に、複数の計測開始ポイントを判別し、同時に、任意の計測開始角度から計測を可変制
御する場合について簡単に説明する。
図１に示す実施例では、スキャナーの回転ペースに円盤状の位置情報板９が固定されてお
り、この位置情報板９の円周上の一点に計測開始ポイントがマーク（穴や信号）されてお
り、スキャナーの回転と共にこの位置情報板９が回転している。そして、上記の計測開始
ポイントであるマーク（計測開始マーク）を読み取るための位置センサー９１～９４が、
回転しないスキャナーペース側に固定されている。かかる構成によれば、これらの位置セ
ンサー９１～９４を位置情報板９上の計測開始マークが通過した際に、この検知信号をス
キャナーの計測に関する動作制御全体を制御するスキャナー制御装置８に送り、どの位置
に相当するセンサーからの送信信号かを判別してスキャナー回転角度を確認しながら計測
開始位置のタイミングを制御できるようになっている。また、このような構成においては
、位置情報板９に予め４つの角度位置に相当する箇所に符号化された信号を埋め込んでお
けば、一箇所に固定配置された位置センサー（例えば９１）で位置情報信号を読み込んで
スキャナーの角度情報を判断する事も出来る。また、スキャナー回転ベース側に直接、回
転エンコーダセンサを取り付け、この回転エンコーダセンサからのエンコーダ信号から、
直接、角度情報を判断し、計測開始位置を制御するなど、多様な制御方法が実現出来る。
【００２５】
図２はこのような計測開始位置可変制御機構により達成される、各角度における計測開始
時のスキャナー状態を示す図である。図２（ａ）はＸ線管球位置が真上の０°位置からの
計測開始状態を、図２（ｂ）はＸ線管球位置が右横９０°位置からの計測開始状態を、図
２（ｃ）はＸ線管球位置が真下の１８０°位置からの計測開始状態を、そして、図２（ｄ
）はＸ線管球位置が左横の０°位置からの計測開始状態を示している。そして、これらの
４種類（ただし、従来型ＣＴスキャナーでは２ 類）が自由に可変して計測されるように
なっている。
【００２６】
以上に述べたＣＴ装置における操作の流れと、これによって得られる計測データの補正方
法の詳細について、添付の図３～図５を用いながら、以下に、順に説明する。
まず、図３には、計測する被写体の縦軸方向と横軸方向の減弱量の違いを判別し、この被
写体における減弱量軸方向の判別結果から計測開始位置を減弱量の少ない軸方向に設定し
て計測を行なう計測方法を実現するためのフローが示されている。
【００２７】
この計測 では、図にも示すように、まずＳｔｅｐ１で、操作者は、操作卓７により計
測に必要な種々の設定や計測条件を入力する。この入力の際には、最終的に表示するため
の断層画像の向きを表示する必要から、計測する被写体の向き（上向き、横向き等）や大
きさ、さらには、計測部位毎の撮影条件等を１まとめのセットで入力される、いわゆるプ
ロトコル入力がなされる。
【００２８】
Ｓｔｅｐ２では、被写体の減弱量の大小関係を判別する。この判別方法は、医療用診断Ｃ
Ｔ装置における被写体である人体の撮影断面形状は、円形か楕円形状が一般的な形である
。このことから、頭部ならば上向き状態で縦軸方向が楕円長軸方向に、腹部なら横軸方向
が楕円長軸方向になリ、この長軸方向での減弱量が大きい事になる。そこで、本実施例で
は、計測すべき撮影部位を ことにより、撮影開始位置を決定している。具体的に
は、画像処理装置６が、操作者により予め入力された被写体情報や計測条件を読み取り、
上記判別手順で個々の被写体の縦軸と 軸方向のどちらの角度方向で減弱量が大きいかを
あらかじめ判別することが出来る。
【００２９】
Ｓｔｅｐ３では、計測部位が頭部と判定していることから、被写体が通常上向きあるいは
下向きの状態での頭部計測では、撮影開始位置を９０゜又は２７０゜の計測モードに設定
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する。すなわち、画像処理装置６からスキャナー制御装置８に制御命令を出し、これによ
り、スキャナー制御装置８は、一連のスキャナー制御で、横軸（９０゜又は２７０゜）か
らの計測開始位置に設定される計測モードの状態で実際の計測開始命令を待つこととなる
。他方、被写体が通常横向きの状態での頭部計測では、逆に、撮影開始位置は０゜あるい
はｌ８０゜に設定されることとなる。
【００３０】
Ｓｔｅｐ４では、計測部位が腹部と判定されており、このことにより、被写体が通常の上
向きあるいは下向き状態の腹部計測では、上記Ｓｔ ｐ３と同様に、画像処理装置６から
スキャナー制御装置８に制御命令を出し、スキャナー制御装置８は、一連のスキャナー制
御で、計測開始位置が横軸（ 又は ）からの設定にされる計測モードにした状
態で、実際の計測開始命令を待っている。他方、被写体が通常縦向きの状態での腹部計測
では、逆に、 あるいは に設定される。
【００３１】
さらに、Ｓｔｅｐ５では、操作卓７での計測開始命令を認知して、計測を開始する。これ
以降の動作は、本実施例についての最初の説明で述べた通りであり、重複を避けるため、
ここではその説明は省略する。
【００３２】
図４及び図５には、計測データの軸方向の減弱量と計測開始位置との関係を判別し、計測
開始位置が被写体の減弱量が大きい軸方向から開始された場合には、上記ボウルガス補正
の補正データ処理での補正角度範囲を、通常の設定幅より少なくし、補正処理を行なうＣ
Ｔ装置の実施例におけるフローが示されている。
まず、Ｓｔｅｐ１１で、操作者は、操作卓７で計測に必要な種々の設定や計測条件を入力
する。この入力での設定内容の詳細は上記図３のＳｔｅｐ１と同様であり、ここでは省略
する。
【００３３】
Ｓｔｅｐ１２は、いわゆる計測準備のための動作であり、ここでは、画像処理装置６が上
記で入力された内容を読み込み、これにより、Ｘ線用高電圧発生装置、寝台装置、あるい
は、スキャナー制御装置８など、いわゆるＣＴ装置を構成する各装置に必要な制御信号を
送り、さらに、これら装置間の制御信号のやり取りの後、計測の準備が完了した時点で計
測開始命令待ちで待機する状態になる一連の動作をいう。また、この計測開始命令の待機
状態とは、計測がスキャナーを右周りに回転する動作であり、かつ、従来型のＣＴ装置の
場合では、上記図１の０゜計測開始位置よりもマイナス側の角度位置で待機する状態であ
る。あるいは、スリップリング型スキャナーの場合には、既に連続回転になっており、い
つでもＸ線曝射を開始して計測できる状態をいう。
【００３４】
続いて、Ｓｔｅｐ１３は、操作者の計測開始釦や命令キー入力等の動作がされたかを絶え
ず画像処理装置６の図示されない制御部が碓認している状態である。この計測命令が出て
いない（「ＮＯ」の）時には、処理フローは上記のＳｔｅＰ３に戻り、操作者の計測開始
釦や命令キー入力等の動作を確認できた（「ＹＥＳ」）場合には、以下に説明する計測動
作に移行する。
【００３５】
Ｓｔｅｐ１４では、スキャナーが計測動作状態になって最初に通過する計測開始位置に達
したか否かを、スキャナー制御装置８が位置センサー（図１に符号９１～９４で示す）か
らの信号の確認によって行なっている。この動作は、計測開始位置が確認されるまで続け
られる。
【００３６】
Ｓｔｅｐ１５では、最初に確認できた位置センサー信号を受けた時点で計測を開始する動
作になるよう、画像処理装置６の制御部やその他の制御装置に計測開始信号を送る。また
、この時点で現在の計測開始位置を示す信号を画像処理装置６に送り、記録する。ここで
は、この計測開始位置と画像処理装置６に送られる計測データとの対応付けが可能なよう
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になっており、これは、例えばメモリーの記録位置のアドレス対応のテーブル化でも良く
、あるいは、計測データの最初の領域に位置情報を埋め込む方法等によっても可能である
。そして、Ｓｔｅｐ１６は、実際の計測動作に入り、Ｘ線の曝射や計測データの取り込み
を開始するステップである。
【００３７】
次に、Ｓｔｅｐ１７では、画像処理装置６の制御部が一連の計測が完了したか確認を行う
ステップであり、完了（「ＹＥＳ」）と同時に、次の演算のＳｔｅｐに移行する。ここで
、この一連の計測とは、単純に１回のスライス計測だけのもの、連続したスライス計測を
行なうもの、あるいは、一連の計測を全て完了してから演算処理に移行するもの等、種々
の計測モードが存在し、この計測モードは、上記Ｓｔｅｐ１１での撮影条件の設定の際に
操作者により入力されるものである。なお、この説明では、１スライス計測毎に演算処理
を行ない、画像表示後、次のスライス計測の開始命令を待つ計測モードとして、以後に説
明を続ける。
【００３８】
すなわち、Ｓｔｅｐ１８では、通常のＣＴ装置で行なわれている処理、例えば計測された
データのＬＯＧ変換処理や各種感度補正等の前処理が行なわれる。さらに、続くＳｔｅｐ
１９では、上記Ｓｔｅｐ１１での入力条件から被写体の減弱量の大小関係を判別している
。ここでの判別方法は、上記図３において示したＳｔｅｐ２の方法と同様であるため、こ
こでは説明を省略する。但し、以下のＳｔｅｐ２０以降の処理は、このＳｔｅｐ１１での
条件設定による被写体の部位の判断で、被写体の設定状態が上向きであると判断したもの
として説明を続けることとする。
【００３９】
まず、Ｓｔｅｐ２０は、「頭部」計測と判断された時に移行されるＳｔｅｐであり、上記
のＳｔｅｐ１５で記録された位置を確認する。その結果、ここでは、計測開始位置が０゜
又は１８０゜の時にはＳｔｅｐ２１へ、一方、計測開始位置が９０゜又は２７０゜の時に
は、Ｓｔｅｐ２２へ移行するように処理される。
【００４０】
次に、Ｓｔｅｐ２１では、計測部位が上向き状態の頭部であることから、その減弱量が大
きい長軸方向である縦軸方向と、スキャナー計測開始位置（０゜又は１８０゜）とが一致
しているので、図５で示したボウルガス補正における補正領域Ａ゜の範囲を、通常の標準
値よりも狭くして補正を行なう。一方、Ｓｔｅｐ２２では、計測部位である上向き頭部の
減弱量が大きい縦軸方向と上記スキャナーの計測開始位置（９０゜又は２７０゜）とが一
致していないので、通常標準として設定されている領域でボウルガス補正を行なっている
。
【００４１】
さらに、Ｓｔｅｐ２３では、ＣＴ装置の通常の画像再構成処理を行なっており、続くＳｔ
ｅｐ２４では、画像再構成された断層画像を、操作卓７で画像表示装置上に表示する。さ
らに、Ｓｔｅｐ２５は、腹部計測と判断された時に移行されるＳｔｅｐであり、このＳｔ
ｅｐ２５では、記録された位置を確認し、計測開始位置が０゜又はｌ８０゜の時にはＳｔ
ｅｐ２６へ、これに対し、計測開始位置が９０゜又は２７０゜の時にはＳｔｅｐ２７に移
行するよう処理される。
【００４２】
次に、Ｓｔｅｐ２６では、計測部位が腹部の減弱量が大きい軸方向（横方向）とスキャナ
ー計測開始位置（０゜又はｌ８０゜）とが一致していないので、通常標準として設定され
ているボウルガス補正を行なっている。これに対し、Ｓｔｅｐ２７では、計測部位が腹部
の減弱量が大きい軸方向（横方向）とスキャナー計測開始位置（９０゜又は２７０゜）と
が一致しているので、図５で示したボウルガス補正における補正領域Ａ゜の範囲を通常標
準値より狭くして補正を行なっている。
【００４３】
Ｓｔｅｐ２８とＳｔｅｐ２９とは、上記のＳｔｅｐ２３とＳｔｅｐ２４と同一処理である
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ことから、ここでは説明を省略する。さらに、Ｓｔｅｐ３０は、Ｓｔｅｐ１１で入力され
た一連の計測動作が完了したか判別する処理であり、完了ならば、「次の計測？」は「Ｎ
Ｏ」と判定されて動作が終了し、次の計測が残っていれば（「ＹＥＳ」の時）、処理は、
上記のＳｔｅｐ１３に戻り、再び、Ｓｔｅｐ１３～Ｓｔｅｐ３０までの動作を続行するこ
ととなる。
【００４４】
なお、上述の実施例では、各被写体での軸方向の減弱量判定を単純化するため、その軸方
向を縦軸と横軸の２方向として説明したが、しかしながら、この軸方向は必ずしも縦軸と
横軸の２方向だけに限定されることはなく、上記の本発明の主旨からその他の種々の方向
でもよく、その場合、計測開始位置の設定もより複数の位置で可能である。また、減弱量
の軸方向における大小判断についても、上記の実施例では、これを操作卓７で入力された
計測条件を参照にして決定するものとして説明したが、その他の判定方法も可能である。
例えば、上記の図４の例では、計測開始位置とこの計測開始位置から９０゜ずれた位置で
の計測データのビュー投影データはあらかじめ分かっているため、この計測開始位置と９
０゜角度対応の投影データの両者である中心チャンネル（ｃｈ）幅の平均値やトータル加
算値などを比較すれば、どちらの軸方向が減弱量が大きいかを、より精度よく判定するこ
とも可能である。
【００４５】
さらに、上記のボウルガス補正についても、上記の実施例では、最も一般的な特願昭５９
－８７９４６号の「物体スライスの像を構成する装置」に記載されている計測データの補
正方法を参照したが、その他、重み付けして置き換える対象を計測開始位置又は終了位置
のＡ゜領域だけに限り、例えば計測開始位置０゜からＡ゜の領域は３６０゜データとＡ゜
データの位置に比例した重みデータに変換する方法等を採用することによっても、やはり
、モーションアーチファクトを低減することができる事から、種々の計測開始終了位置領
域データの重み変換手法が適用出来ることとなることは言うまでもない。
【００４６】
また、上記図４及び図５に示した他の実施例において、特に、そのＳｔｅｐ１４及びＳｔ
ｅｐ１５では、操作者による計測開始指令の後、スキャナーが計測動作状態になって最初
に通過する計測開始位置に達したことを、スキャナー制御装置８が位置センサー（図１に
符号９１～９４で示す）からの信号で確認し、この最初に確認できた位置センサー信号を
受けた時点で計測を開始するようになっている。このような動作によれば、固定した位置
から計測開始動作を行なう制御方式のスキャナーにおいても、計測時間の種類に対応した
複数の計測開始位置を設ける事により、各種の計測モードにおける計測時間の長短の違い
にかかわらず、同時性を保ちかつ時遅れ時間のバラツキを均一化することが可能となり、
そのため操作者は、各種の計測モードと計測開始までの時間を考慮しながら操作を行う必
要がなくなる。
【００４７】
すなわち、スキャナーの複数の計測時間モードに対応して、スキャナーでの計測開始位置
ポイントを複数個（本実施例では４個）設置し、計測開始命令を判別してから計測準備ま
での時間経過後でのスキャナー位置から見て最初に到達する計測 始位置から計測を行う
制御方法としたものである。より具体的には、本実施例では、例として１秒、２秒、そし
て、４秒の３種類の計測モードが選択される事が可能なＣＴ装置が上記の図１と図２に示
すように、０°（３６０°）、９０°、１８０°、そして２７０°の固定された４箇所の
計測開始位置から計測を行うことが出来るスキャナー装置で実現される事を想定している
。
【００４８】
一般に、計測開始準備期間は、全ての計測時間モードに対して共通であり、かつ、計測時
間の違いはスキャナー回転速度である。この事から、計測時間の種類に対応して複数の計
測開始位置（本実施例では４箇所の計測開始位置）を設ける事により、操作者の計測開始
指示から装置全体の計測準備時間までの間にスキャナーが移動する領域は、例えば上記の
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短時間（１秒）計測モードでは４箇所の計測開始位置間にまたがり、一方、長い計測時間
（４秒）モードでのスキャナーが移動する領域は、２箇所の計測開始位置間にまたがる事
になる。このことから、計測時間の種類に対応して複数の計測開始位置を設けておき、さ
らに、スキャナーが計測動作状態になって最初に通過する計測開始位置から計測を開始す
るように構成することにより計測開始指示から準備完了を得て次の計測開始位置に達する
までの時間が均一化されることとなる。これにより、自由に計測開始動作を行なうことが
出来ない固定位置から計測開始動作を行なう制御方式のスキャナーにおいても、計測効率
が良く、造影撮影や動きの多い被写体計測で高品位の断層画像を提供することが可能にな
る。
【００４９】
なお、複数の計測開始位置の設定については、上記図１に示したと同様に、計測開始マー
クを読み取る位置センサー９ｌ～９４が回転しないスキャナーペース側に固定し、この位
置センサー９ｌ～９４を位置情報板９の計測開始マークが通過した際に、この検知信号を
スキャナーの計測に関する動作制御全体を制御するスキャナー制御装置８に送り、どの位
置に相当する位置センサーからの送信信号であるかを判別してスキャナー回転角度を確認
しながら計測開始位置のタイミングを制御できるようになっている。このような構成にお
いては、位置情報板９にはあらかじめ４つの角度位置に相当する箇所に符号化された信号
を埋め込んでおけば、一箇所に固定配置された位置センサーで、位置情報信号を読み込ん
でスキャナーの角度情報を判断する事も出来る。
【００５０】
以上のの実施例では、最も一般的な計測時間を倍々に増加する計測時間の組み合わせを一
例として説明したが、本発明は、さらに多くの種々の計測時間が可能な装置においても適
用可能であり、かかる場合には、さらに多くの方向でかつより複数の計測開始位置を設定
することで対応することにより、計測開始の同時性を向上させる事が可能となる。
【００５１】
【発明の効果】
以上の詳細な説明からも明らかなように、本発明によれば、種々の被写体に対して従来か
らのモーションアーチファクト補正効果を維持しつつ、モーションアーチファクト補正に
必然的に伴う背景ノイズの増加を押さえる事が可能になり、もって、医療用診断装置とし
て患者の正確な診断に必要な高品位の断層画像を堤供することが可能な医療用診断ＣＴ装
置を提供することを可能にするという、技術的にも極めて優れた効果を発揮することとな
る。
【００５２】
また、本発明によれば、操作者の計測開始指示から計測開始までの時間の同時性を、各種
計測モードの時間の長短にかかわらず、ほぼ一定に保つことが出来、かつ、遅れ時間のバ
ラツキが均一化されることから、従来のように各種計測モードと計測開始までの時間を考
慮して使う必要がなく、計測効率が良く、特に、造影撮影や動きの多い被写体の計測にお
いても高品位の断層画像を提供することが可能な医療用診断ＣＴ装置を提供することを可
能にするという、技術的にも極めて優れた効果を発揮することとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例になるＸ線医療用診断ＣＴ装置の概略構成を示すブロック図であ
る。
【図２】上記Ｘ線医療用診断ＣＴ装置におけるスキャナーの計測開始位置と位置センサー
との関係を説明する図である。
【図３】上記Ｘ線医療用診断ＣＴ装置の一実施例になる撮影動作を説明するフローチャー
トである。
【図４】上記Ｘ線医療用診断ＣＴ装置の他の実施例になる撮影動作を説明するフローチャ
ートである。
【図５】上記図４と同様、上記Ｘ線医療用診断ＣＴ装置の他の実施例になる撮影動作を説
明するフローチャートである。
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【図６】従来技術になるモーションアーチファクト捕正の説明図である。
【図７】上記のモーションアーチファクト補正の効果と欠点とを説明する説明図である。
【符号の説明】
１　Ｘ線管球
２　コリメータユニット
３　Ｘ線ビーム
４　検出器
５　検出回路ユニット
６　画像処理装置
７　操作卓
８　スキャナー制御装置
９　位置情報板
９ｌ～９４　位置センサー
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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